
3000111月2日 晴 良 （1東京5） 第1日 第1競走 ��1，600�2歳未勝利
発走10時00分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：36．2
1：36．2

不良
不良

22 アナンダライト 牡2栗 55 C．ルメール �シルクレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 500－ 21：40．8 2．5�
66 ファイブリーフ 牡2鹿 55

52 ▲藤田菜七子小田 吉男氏 岩戸 孝樹 日高 滝本 健二 500＋ 8 〃 アタマ 2．1�
810 アナザーチャンス 牡2栗 55 江田 照男岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド B446＋ 21：41．65 17．6�
44 リュウノチョッパー 牡2栗 55

52 ▲山田 敬士蓑島 竜一氏 伊藤 伸一 浦河 大北牧場 470＋ 41：41．81 7．2�
11 エバンタイユドール 牝2栗 54 武士沢友治井上 久光氏 高市 圭二 日高 サンバマウン

テンファーム 496－ 21：41．9� 16．5�
33 キ ヨ セ 牡2鹿 55 木幡 巧也中村 祐子氏 新開 幸一 新ひだか 小野 秀治 448＋ 21：42．0� 90．3	
55 リネンミッション 牝2鹿 54

53 ☆野中悠太郎戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 三木田牧場 430＋ 41：42．1� 25．2

77 シゲルエリス 牡2黒鹿55 田中 勝春森中 蕃氏 的場 均 むかわ ヤマイチ牧場 478－ 21：42．95 114．6�
78 オンザルース 牝2黒鹿 54

52 △木幡 育也岡田 牧雄氏 大江原 哲 浦河 大北牧場 454－ 21：43．11� 187．6�
89 リードザウイニング �2鹿 55

54 ☆武藤 雅杉山 忠国氏 武藤 善則 新ひだか 本桐牧場 462＋ 21：46．3大差 187．4
（10頭）

売 得 金
単勝： 30，231，000円 複勝： 51，086，600円 枠連： 7，161，800円
馬連： 44，946，000円 馬単： 27，974，500円 ワイド： 31，864，500円
3連複： 63，968，600円 3連単： 122，640，800円 計： 379，873，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 110円 � 210円 枠 連（2－6） 190円

馬 連 �� 210円 馬 単 �� 480円

ワ イ ド �� 120円 �� 470円 �� 460円

3 連 複 ��� 810円 3 連 単 ��� 2，690円

票 数

単勝票数 計 302310 的中 � 100673（2番人気）
複勝票数 計 510866 的中 � 152642（2番人気）� 244006（1番人気）� 19435（4番人気）
枠連票数 計 71618 的中 （2－6） 28045（1番人気）
馬連票数 計 449460 的中 �� 158769（1番人気）
馬単票数 計 279745 的中 �� 43416（2番人気）
ワイド票数 計 318645 的中 �� 97694（1番人気）�� 12845（9番人気）�� 12886（8番人気）
3連複票数 計 639686 的中 ��� 59224（3番人気）
3連単票数 計1226408 的中 ��� 32994（9番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―12．9―13．2―13．2―13．0―12．1―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．4―37．3―50．5―1：03．7―1：16．7―1：28．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．3―3F37．1
3 ・（5，6）9，2（3，10）7（4，8）1 4 ・（5，6）（2，9）（3，10，7）（4，8，1）

勝馬の
紹 介

アナンダライト �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2019．8．25 新潟7着

2017．2．7生 牡2栗 母 レインボークォーツ 母母 マ ン デ ラ 3戦1勝 賞金 5，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リードザウイニング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年12月2日まで平地

競走に出走できない。

3000211月2日 晴 良 （1東京5） 第1日 第2競走 ��
��1，300�2歳未勝利

発走10時30分 （ダート・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：17．4
1：17．4

良
良

45 コ パ シ ー ナ �2栗 55 三浦 皇成椎名 節氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 482± 01：19．8 1．7�
68 ダイヤモンドリリー 牝2鹿 54

51 ▲藤田菜七子田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 日高 門別 敏朗 438± 01：20．97 5．5�
69 アイアムスゴスギル 牡2栗 55 横山 典弘堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 まるとみ冨岡牧場 482＋ 21：21．0� 7．1�
11 ニーケススマイル 牡2鹿 55 松岡 正海�高橋ファーム 蛯名 利弘 浦河 大北牧場 462－ 21：21．63	 21．6�
44 アントニウス 牡2鹿 55 田辺 裕信中西 純穂氏 久保田貴士 浦河 惣田 英幸 466± 01：21．7� 6．2�
813 プリズムストーン 牡2青鹿55 武士沢友治田頭 勇貴氏 根本 康広 新ひだか 中田 浩美 470－ 61：22．12	 267．7	
22 エバーバリュー 牝2黒鹿 54

53 ☆武藤 雅宇田 豊氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 380－101：22．42 114．7

33 テイエムピカピカ 牝2青 54 木幡 巧也竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 カミイスタット 464－ 21：22．61
 277．9�
711 リュウノブルック 牡2鹿 55 菅原 隆一蓑島 竜一氏 小野 次郎 浦河 宮内牧場 460＋ 21：22．81 178．6�
710 トゥインクルウェイ 牝2鹿 54

51 ▲山田 敬士ライオンレースホース 林 徹 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 462＋ 21：23．01 81．9�

56 ヨ ン ウ ォ ニ 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 田中 清隆 日高 道見牧場 432＋ 4 〃 アタマ 31．1�
812 ラ カ ル マ 牝2鹿 54

52 △木幡 育也�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 472－ 21：23．42	 82．9�
57 イエローハート 牡2栗 55

54 ☆野中悠太郎高橋 宏弥氏 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 456－ 2 〃 クビ 168．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 28，229，500円 複勝： 50，184，700円 枠連： 10，878，400円
馬連： 43，748，900円 馬単： 26，647，200円 ワイド： 30，646，900円
3連複： 60，807，000円 3連単： 94，446，500円 計： 345，589，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 140円 � 140円 枠 連（4－6） 190円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 230円 �� 210円 �� 450円

3 連 複 ��� 730円 3 連 単 ��� 2，220円

票 数

単勝票数 計 282295 的中 � 136879（1番人気）
複勝票数 計 501847 的中 � 290989（1番人気）� 46615（4番人気）� 48844（3番人気）
枠連票数 計 108784 的中 （4－6） 43377（1番人気）
馬連票数 計 437489 的中 �� 68683（3番人気）
馬単票数 計 266472 的中 �� 30680（2番人気）
ワイド票数 計 306469 的中 �� 35946（3番人気）�� 41088（2番人気）�� 14522（7番人気）
3連複票数 計 608070 的中 ��� 62054（3番人気）
3連単票数 計 944465 的中 ��� 30773（5番人気）

ハロンタイム 7．2―11．2―12．2―13．0―12．0―11．7―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．2―18．4―30．6―43．6―55．6―1：07．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．2―3F36．2
3 ・（5，9）（3，7，8）－（1，6，10，11）（2，4）12－13 4 5－（3，9，8）（1，7，11）10（2，6，4）12，13
市場取引馬

勝馬の
紹 介

コ パ シ ー ナ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2019．9．29 中山6着

2017．4．25生 �2栗 母 ダッシングハニー 母母 ラストヒット 3戦1勝 賞金 7，000，000円

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

追 加 記 事（第 4回東京競馬第 9日第 1競走）
〔その他〕　　レクレール号は，競走中に疾病〔右橈骨遠位端骨折〕を発症。なお，同馬は「タ

イムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

第５回 東京競馬 第１日



3000311月2日 晴 良 （1東京5） 第1日 第3競走 ��
��1，600�2歳未勝利

発走11時00分 （芝・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．7
1：32．3

良
良

33 レッドライデン 牡2青鹿55 C．スミヨン �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 平取 坂東牧場 472＋ 81：34．4 2．7�
（仏）

46 アルマイナンナ 牝2芦 54
53 ☆野中悠太郎コウトミックレーシング 高橋 文雅 浦河 小島牧場 436－ 21：34．72 32．5�

58 � コ ス モ ク ウ 牡2鹿 55 柴田 大知岡田 繁幸氏 上原 博之 米
Robert Nataf,
Joe Allen &
Tim Thornton

456＋ 81：35．23 334．7�
814 スノージュエリー 牝2芦 54

51 ▲藤田菜七子広尾レース� 根本 康広 青森 ワールドファーム 442＋ 81：35．3� 28．9�
712 デ ル タ 牝2青鹿54 三浦 皇成村上 欽哉氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 432－12 〃 アタマ 46．8�
45 テリオスベル 牝2黒鹿54 大野 拓弥鈴木美江子氏 田島 俊明 新ひだか 野坂牧場 426＋ 21：36．04 105．5	
11 ブ ン ロ ー ト 牡2鹿 55 石橋 脩石瀬 浩三氏 牧 光二 新冠 プログレスファーム 508± 01：36．32 5．4

22 エ ン ジ ョ イ 牝2栗 54

52 △木幡 育也島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ
スティファーム 452－ 4 〃 ハナ 31．3�

610 ヒロノホマレボシ 牡2黒鹿 55
52 ▲山田 敬士小野 博郷氏 蛯名 利弘 平取 スガタ牧場 422－121：36．61� 185．9

813 マイネルドゥマン 牡2鹿 55 国分 優作 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム 470－ 41：37．45 268．2�

34 フィリップクロノス 牡2鹿 55
54 ☆武藤 雅田中 健一氏 小桧山 悟 安平 ゼットステーブル 458＋ 2 〃 ハナ 430．1�

57 シゲルタイタニア 牡2鹿 55 嘉藤 貴行森中 蕃氏 清水 英克 浦河 中村 雅明 492± 01：37．61 88．8�
711 オ ー ヴ ァ ル 牡2黒鹿55 松岡 正海島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 482－ 61：37．92 66．7�
69 エ ス ト ロ 牝2鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 482＋ 81：38．96 2．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 37，344，500円 複勝： 46，854，400円 枠連： 11，189，400円
馬連： 53，213，600円 馬単： 31，980，000円 ワイド： 39，362，600円
3連複： 77，310，500円 3連単： 120，537，800円 計： 417，792，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 210円 � 780円 � 4，620円 枠 連（3－4） 2，200円

馬 連 �� 3，060円 馬 単 �� 4，160円

ワ イ ド �� 790円 �� 6，930円 �� 18，820円

3 連 複 ��� 152，180円 3 連 単 ��� 390，130円

票 数

単勝票数 計 373445 的中 � 111918（2番人気）
複勝票数 計 468544 的中 � 74621（2番人気）� 14350（6番人気）� 2214（12番人気）
枠連票数 計 111894 的中 （3－4） 3930（7番人気）
馬連票数 計 532136 的中 �� 13463（8番人気）
馬単票数 計 319800 的中 �� 5758（11番人気）
ワイド票数 計 393626 的中 �� 13547（7番人気）�� 1425（37番人気）�� 521（55番人気）
3連複票数 計 773105 的中 ��� 381（116番人気）
3連単票数 計1205378 的中 ��� 224（427番人気）

ハロンタイム 12．6―10．6―11．3―11．7―12．3―12．0―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．2―34．5―46．2―58．5―1：10．5―1：22．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F35．9
3 ・（1，2，9）13，3（6，11）14－10（7，12）5－8－4 4 ・（1，2，9）（3，13）6（14，11）10（7，12）5，8，4

勝馬の
紹 介

レッドライデン �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．10．15 東京5着

2017．4．4生 牡2青鹿 母 ブランシェール 母母 アドヴァーシティ 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔その他〕 エストロ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔鼻出血による出走制限〕 エストロ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和元年12月2日まで出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3000411月2日 晴 良 （1東京5） 第1日 第4競走 ��2，000�2歳未勝利
発走11時30分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：59．8
1：59．6

稍重
良

56 ビターエンダー 牡2鹿 55 津村 明秀 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 新ひだか 桜井牧場 458－ 82：00．3 2．1�

711 ロードオマージュ 牡2栗 55 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 尾形 和幸 新ひだか ケイアイファーム 478＋ 22：00．83 6．5�
57 プモリテソーロ 牡2黒鹿55 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 日高 下河辺牧場 482＋ 2 〃 クビ 9．0�
44 ソルトキャピタル 牡2鹿 55 C．ルメール 杉浦 敏夫氏 武 英智 日高 オリオンファーム 502－ 22：00．9� 4．2�
45 ウインランウェイ 牡2鹿 55 松岡 正海�ウイン 金成 貴史 浦河 鎌田 正嗣 424± 02：01．0クビ 12．0�
33 アイブランコ 牡2栗 55 田辺 裕信ライフエンタープライズ� 中野 栄治 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 490＋ 62：01．1� 14．1	
11 ヒューズライン 牝2黒鹿54 国分 優作 
ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 438± 0 〃 ハナ 116．3�
69 マイネルスタイル 牡2黒鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 ビッグレッドファーム 470± 02：01．2アタマ 185．7�
710 ランサムトラップ 牝2黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子福田 光博氏 根本 康広 新冠 中山 高鹿康 414－ 42：01．52 32．8
68 セ ー リ ン グ 牡2鹿 55

54 ☆武藤 雅栗坂 崇氏 和田 雄二 新冠 ベルモント
ファーム 434＋ 6 〃 クビ 52．5�

812 フクシマトレジャー 牡2栗 55 武士沢友治西本 資史氏 小桧山 悟 浦河 富塚ファーム 436－ 22：03．8大差 638．6�
22 ア ッ シ ュ �2栗 55

54 ☆野中悠太郎中村 智幸氏 田中 博康 浦河 山下 恭茂 426－ 62：03．9� 182．1�
813 グランクロワ 牡2黒鹿55 石橋 脩村野 康司氏 大和田 成 千歳 社台ファーム B450－ 42：05．07 280．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 40，729，700円 複勝： 59，200，100円 枠連： 13，736，900円
馬連： 58，994，900円 馬単： 33，552，800円 ワイド： 48，352，300円
3連複： 81，644，500円 3連単： 114，494，300円 計： 450，705，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 160円 � 170円 枠 連（5－7） 380円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 260円 �� 340円 �� 630円

3 連 複 ��� 1，300円 3 連 単 ��� 3，960円

票 数

単勝票数 計 407297 的中 � 157825（1番人気）
複勝票数 計 592001 的中 � 182978（1番人気）� 83436（3番人気）� 73609（4番人気）
枠連票数 計 137369 的中 （5－7） 27360（2番人気）
馬連票数 計 589949 的中 �� 69048（2番人気）
馬単票数 計 335528 的中 �� 28774（2番人気）
ワイド票数 計 483523 的中 �� 52677（2番人気）�� 36921（3番人気）�� 17474（9番人気）
3連複票数 計 816445 的中 ��� 46778（3番人気）
3連単票数 計1144943 的中 ��� 20910（4番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．0―12．3―12．7―12．2―12．0―11．6―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．0―36．0―48．3―1：01．0―1：13．2―1：25．2―1：36．8―1：48．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F35．1

3 ・（2，4）（5，6）（10，11）1（9，3）－8，7，12－13
2
4
2（4，6）5（10，11）－（1，3）－8，9－12，7－13・（2，4）6（5，10，11）（1，9）3（7，8）－12－13

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ビターエンダー �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Afleet Alex デビュー 2019．10．15 東京3着

2017．4．7生 牡2鹿 母 ビタースウィート 母母 ムーンライトガーデンズ 2戦1勝 賞金 6，800，000円



3000511月2日 晴 良 （1東京5） 第1日 第5競走 ��1，600�2歳新馬
発走12時20分 （芝・左）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．7
1：32．3

良
良

23 クーファイザナミ 牝2鹿 54 C．ルメール 大迫久美子氏 武 幸四郎 新冠 村上 欽哉 412 ―1：37．1 3．2�
46 ディヴィニティ 牝2鹿 54 田辺 裕信 J．ウー氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 544 ―1：37．2� 1．9�
815 シェーネメロディ 牝2黒鹿54 北村 宏司 �キャロットファーム 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 464 ―1：37．3� 10．3�
34 シ ャ ー レ 牝2鹿 54 石橋 脩東海林貴大氏 武市 康男 新冠 須崎牧場 454 ―1：37．51� 29．6�
47 ルレーヴドゥリリ 牝2黒鹿54 松岡 正海加藤 誠氏 田中 剛 新ひだか 田中 裕之 488 ― 〃 クビ 19．3�
713 ロジマジェスティ 牝2黒鹿54 三浦 皇成久米田正明氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 416 ―1：37．6クビ 11．4	
712 ペ ル ー ジ ュ 牝2鹿 54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド 420 ―1：37．81� 172．1

22 ニーズヘッグ 牝2鹿 54 田中 勝春 �YGGホースクラブ 小野 次郎 森 笹川大晃牧場 482 ― 〃 クビ 68．5�
814 グリエクレール 牝2芦 54 津村 明秀 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 菊沢 隆徳 浦河 梅田牧場 446 ―1：37．9クビ 49．6
58 ファーマプリン 牝2栗 54

52 △木幡 育也中西 功氏 深山 雅史 日高 高山牧場 402 ―1：38．22 379．2�
610 ライフイズクール 牝2黒鹿54 吉田 豊西森 功氏 古賀 史生 新冠 隆栄牧場 490 ―1：38．94 65．7�
611 サイモンサンバ 牝2栗 54

51 ▲藤田菜七子澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 高昭牧場 472 ―1：39．0� 27．5�
11 デイジーテソーロ 牝2黒鹿 54

53 ☆野中悠太郎了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 日高 天羽 禮治 418 ―1：39．42� 143．0�

59 ディムッター 牝2鹿 54 江田 照男薪浦 亨氏 佐藤 吉勝 日高 下川 茂広 464 ―1：39．5� 337．2�
35 シゲルカンムリザ 牝2芦 54

51 ▲山田 敬士森中 蕃氏 石毛 善彦 新冠 長浜 秀昭 448 ―1：39．6� 234．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 39，085，400円 複勝： 44，094，600円 枠連： 13，783，000円
馬連： 54，172，700円 馬単： 31，014，600円 ワイド： 37，669，600円
3連複： 70，404，400円 3連単： 96，984，800円 計： 387，209，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 110円 � 110円 � 170円 枠 連（2－4） 280円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 170円 �� 500円 �� 350円

3 連 複 ��� 840円 3 連 単 ��� 3，180円

票 数

単勝票数 計 390854 的中 � 99004（2番人気）
複勝票数 計 440946 的中 � 90032（2番人気）� 179481（1番人気）� 38914（3番人気）
枠連票数 計 137830 的中 （2－4） 38090（1番人気）
馬連票数 計 541727 的中 �� 140870（1番人気）
馬単票数 計 310146 的中 �� 35578（2番人気）
ワイド票数 計 376696 的中 �� 69107（1番人気）�� 16260（6番人気）�� 24493（2番人気）
3連複票数 計 704044 的中 ��� 62668（2番人気）
3連単票数 計 969848 的中 ��� 22053（5番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―12．4―13．0―13．0―11．8―11．7―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．8―36．2―49．2―1：02．2―1：14．0―1：25．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F34．9
3 5，6（1，3，11）（9，10，14）（2，15）（4，7）（8，12）13 4 ・（5，6）（1，3）（11，14）（9，10）（2，15）（8，4，7）（13，12）

勝馬の
紹 介

クーファイザナミ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Giant’s Causeway 初出走

2017．5．23生 牝2鹿 母 イーデンズコーズウェイ 母母 North Of Eden 1戦1勝 賞金 7，000，000円

3000611月2日 晴 良 （1東京5） 第1日 第6競走 ��1，600�2歳新馬
発走12時55分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：36．2
1：36．2

不良
不良

812 アメリカンベイビー 牡2黒鹿55 C．ルメール 吉澤 克己氏 庄野 靖志 浦河 高昭牧場 466 ―1：38．9 1．7�
33 アイアムイチリュウ 牡2黒鹿55 大野 拓弥堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 498 ―1：39．75 7．5�
69 レーニンテソーロ 牡2栗 55

53 △木幡 育也了德寺健二ホール
ディングス� 高木 登 新ひだか 千代田牧場 502 ―1：39．91� 6．0�

813 ネオトゥルー 牡2鹿 55 津村 明秀西田 俊二氏 鈴木 伸尋 日高 荒井ファーム 484 ―1：40．11 24．8�
11 アカマツミッチー 牡2芦 55 木幡 巧也�川島牧場 牧 光二 新冠 川島牧場 450 ―1：40．2� 14．3	
56 キークラウン 牡2栗 55

52 ▲山田 敬士北前孔一郎氏 黒岩 陽一 浦河 赤田牧場 492 ―1：41．05 153．5

68 マイネルエンカント 牡2黒鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 勇介 新冠 ビッグレッドファーム 448 ―1：41．21� 96．0�
711 ルヴァンギラ 牡2青鹿55 石橋 脩辻 高史氏 松田 国英 浦河 有限会社

吉田ファーム 536 ―1：41．41� 10．7�
45 サンロックランド 牡2鹿 55 松岡 正海 �加藤ステーブル 小野 次郎 新ひだか 沼田 照秋 502 ―1：41．61� 21．8
44 リ ン ピ オ 牝2鹿 54 三浦 皇成ディアレストクラブ� 清水 英克 新冠 中地 義次 416 ―1：42．02� 90．5�
22 ウ ェ リ ナ 牝2鹿 54 藤岡 佑介�ノースヒルズ 中舘 英二 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478 ―1：42．53 89．4�
57 シゲルカメレオンザ 牡2鹿 55 江田 照男森中 蕃氏 和田 勇介 浦河 高昭牧場 466 ―1：43．56 155．0�
710 アマゾンクルーズ 牡2黒鹿 55

54 ☆武藤 雅丸山 担氏 小笠 倫弘 日高 オリオンファーム 514 ―1：46．3大差 187．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 34，682，300円 複勝： 46，066，100円 枠連： 12，627，400円
馬連： 55，571，900円 馬単： 34，240，600円 ワイド： 40，690，400円
3連複： 72，478，500円 3連単： 112，706，800円 計： 409，064，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 160円 � 150円 枠 連（3－8） 550円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 690円

ワ イ ド �� 250円 �� 240円 �� 510円

3 連 複 ��� 940円 3 連 単 ��� 2，190円

票 数

単勝票数 計 346823 的中 � 171553（1番人気）
複勝票数 計 460661 的中 � 216199（1番人気）� 46754（3番人気）� 53503（2番人気）
枠連票数 計 126274 的中 （3－8） 17499（3番人気）
馬連票数 計 555719 的中 �� 72579（2番人気）
馬単票数 計 342406 的中 �� 36964（2番人気）
ワイド票数 計 406904 的中 �� 43026（2番人気）�� 46051（1番人気）�� 17656（7番人気）
3連複票数 計 724785 的中 ��� 57796（1番人気）
3連単票数 計1127068 的中 ��� 37283（2番人気）

ハロンタイム 12．9―11．9―12．3―12．3―12．6―12．4―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．8―37．1―49．4―1：02．0―1：14．4―1：26．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．5―3F36．9
3 1，12，13（2，5，9）（3，11）（8，7）4－6＝10 4 1（12，13）（5，9）（2，3，11）（8，4）－（6，7）＝10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アメリカンベイビー �
�
父 Bernardini �

�
母父 Pioneerof the Nile 初出走

2017．2．27生 牡2黒鹿 母 ナイルクイーン 母母 Dawn Raid 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アマゾンクルーズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年12月2日まで平地

競走に出走できない。



3000711月2日 晴 良 （1東京5） 第1日 第7競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
発走13時25分 （ダート・左）（500万円以下）

負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

510 オルクリスト 牡3鹿 56 横山 典弘�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 472＋161：25．0 4．4�
36 デルマカミカゼ 牡4黒鹿57 菅原 隆一浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 456± 01：25．53 163．8�
23 ノーベルプライズ 牡3黒鹿56 三浦 皇成平賀 久枝氏 古賀 史生 日高 中原牧場 500± 0 〃 アタマ 6．0�
713 ロジギムレット 牡3鹿 56 北村 宏司久米田正明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 456＋ 61：25．6クビ 16．3�
816 ガ チ コ 牝5鹿 55

52 ▲藤田菜七子�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 474± 01：25．7� 18．9�
47 � ブラックワンダー 牡3青鹿56 大野 拓弥佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 下河辺牧場 454－ 71：25．8� 34．2	
612 クリスエステソーロ 牡4鹿 57 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス
 加藤士津八 新ひだか 大滝 康晴 510＋ 21：26．01	 29．8�
12 イサチルダイチ 牡3鹿 56 松岡 正海小坂 功氏 竹内 正洋 新冠 八島 夕起子 504＋ 8 〃 ハナ 11．9�
24 スズノムサシ 牡3青鹿56 武士沢友治小紫 嘉之氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ 468± 01：26．21� 57．9
59 � スマイルプリティ 牝5鹿 55

53 △木幡 育也臼倉 勲氏 本間 忍 日高 浜本牧場 482＋ 8 〃 ハナ 316．9�
714� ハ ル メ キ 牝4黒鹿 55

52 ▲山田 敬士 
ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 深山 雅史 新冠 三村 卓也 458＋ 21：26．3クビ 6．4�

815 ジョガールボニート 牡3青鹿56 石橋 脩髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 B460－ 61：26．51	 13．7�
48 フジマサクイーン 牝5鹿 55

54 ☆野中悠太郎藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 斉藤スタッド B464± 01：26．6� 170．8�
35 グレイスアン 牝3鹿 54 田辺 裕信 TURFレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 490± 0 〃 ハナ 3．8�
11 � ウエスタンマリーヤ 牝4鹿 55 田中 勝春西川 賢氏 小野 次郎 新ひだか ウエスタンファーム 482＋ 6 〃 クビ 53．1�
611� ベリーニピンク 牝3鹿 54

53 ☆武藤 雅青芝商事
 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 476－ 81：28．09 17．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，329，700円 複勝： 63，331，400円 枠連： 19，373，500円
馬連： 83，497，800円 馬単： 34，005，000円 ワイド： 61，781，600円
3連複： 115，600，200円 3連単： 125，565，600円 計： 539，484，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 190円 � 1，730円 � 200円 枠 連（3－5） 920円

馬 連 �� 19，920円 馬 単 �� 33，120円

ワ イ ド �� 6，680円 �� 570円 �� 8，490円

3 連 複 ��� 39，840円 3 連 単 ��� 233，420円

票 数

単勝票数 計 363297 的中 � 65769（2番人気）
複勝票数 計 633314 的中 � 104044（2番人気）� 6914（14番人気）� 92438（3番人気）
枠連票数 計 193735 的中 （3－5） 16213（1番人気）
馬連票数 計 834978 的中 �� 3247（52番人気）
馬単票数 計 340050 的中 �� 770（96番人気）
ワイド票数 計 617816 的中 �� 2280（55番人気）�� 30505（3番人気）�� 1789（64番人気）
3連複票数 計1156002 的中 ��� 2176（110番人気）
3連単票数 計1255656 的中 ��� 390（647番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．0―12．1―12．1―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．1―36．1―48．2―1：00．3―1：12．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F36．8
3 ・（6，11）（3，12）（1，14）（5，15）（2，8，16）（7，13）（4，9）10 4 6，11，12（1，3）（14，15）5（2，8）（7，13）16，10（4，9）

勝馬の
紹 介

オルクリスト �
�
父 トゥザグローリー �

�
母父 メイショウサムソン デビュー 2018．10．21 東京12着

2016．4．7生 牡3鹿 母 メイショウホノボノ 母母 シャドウスプリング 10戦2勝 賞金 21，650，000円

3000811月2日 晴 良 （1東京5） 第1日 第8競走 ��1，600�3歳以上1勝クラス
発走13時55分 （ダート・左）（500万円以下）

牝；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

66 スコッチリール 牝3黒鹿54 C．ルメール �サンデーレーシング 林 徹 安平 ノーザンファーム 452－ 21：37．8 5．1�
33 シングシングシング 牝4鹿 55

54 ☆武藤 雅 �グリーンファーム伊藤 大士 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 B474＋ 21：38．01 6．0�

44 モリノカワセミ 牝3鹿 54 江田 照男森 和久氏 大江原 哲 日高 森永牧場 450± 01：38．21� 16．4�
78 リンガスビンゴ 牝4黒鹿55 C．スミヨン 伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 520－10 〃 クビ 3．3�

（仏）

11 ワンダーマンボ 牝3黒鹿 54
51 ▲藤田菜七子草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 470＋ 81：38．3� 15．2	

22 ニシノアメイズ 牝3鹿 54 松岡 正海西山 茂行氏 松山 将樹 日高 長谷川 一男 494－ 41：38．51� 38．1

89 ラティーンセイル 牝3鹿 54 田辺 裕信 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 494＋12 〃 クビ 4．6�
77 アンジェリーブル 牝3栗 54 横山 典弘�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 456＋ 21：39．24 5．5�
55 ブルーコーラル 牝3栗 54 三浦 皇成 �ローレルレーシング 清水 英克 新冠 ハクツ牧場 432± 01：39．94 29．8
810 ベ ル ポ ー ト 牝3青鹿54 大野 拓弥大社 聡氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 446－ 21：40．64 91．2�

（10頭）

売 得 金
単勝： 41，549，600円 複勝： 66，314，600円 枠連： 14，373，800円
馬連： 77，875，200円 馬単： 35，863，900円 ワイド： 52，824，900円
3連複： 98，647，000円 3連単： 146，061，900円 計： 533，510，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 190円 � 240円 � 420円 枠 連（3－6） 1，860円

馬 連 �� 1，710円 馬 単 �� 3，320円

ワ イ ド �� 620円 �� 1，080円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 7，590円 3 連 単 ��� 37，910円

票 数

単勝票数 計 415496 的中 � 64443（3番人気）
複勝票数 計 663146 的中 � 105852（2番人気）� 70896（5番人気）� 34582（7番人気）
枠連票数 計 143738 的中 （3－6） 5978（9番人気）
馬連票数 計 778752 的中 �� 35103（8番人気）
馬単票数 計 358639 的中 �� 8097（16番人気）
ワイド票数 計 528249 的中 �� 22933（8番人気）�� 12394（15番人気）�� 8651（22番人気）
3連複票数 計 986470 的中 ��� 9736（32番人気）
3連単票数 計1460619 的中 ��� 2793（146番人気）

ハロンタイム 12．4―11．9―12．3―12．4―12．5―12．3―12．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―24．3―36．6―49．0―1：01．5―1：13．8―1：25．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F36．3
3 3－5（1，9）2，10（4，6）8，7 4 3（5，9）1（2，6）（4，10，8）－7

勝馬の
紹 介

スコッチリール �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．9．15 中山3着

2016．4．28生 牝3黒鹿 母 ストラスペイ 母母 ポ ッ プ ス 8戦2勝 賞金 15，900，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3000911月2日 晴 良 （1東京5） 第1日 第9競走 ��
��2，400�

な ん ぶ

南 武 特 別
発走14時25分 （芝・左）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 168，000円 48，000円 24，000円 � コースレコード

中央レコード
2：20．6
2：20．6

良
良

44 ミッキーバード 牡4鹿 57 横山 典弘野田みづき氏 尾関 知人 洞�湖 レイクヴィラファーム 516－ 82：25．0 5．6�
77 サ ン シ ロ ウ 牡5鹿 57 北村 宏司合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B496＋ 4 〃 クビ 6．8�
66 サトノラディウス 牡3鹿 55 三浦 皇成 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 千歳 社台ファーム 482＋ 22：25．1クビ 1．9�
22 レッドボヌール 牝5鹿 55 田中 勝春 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 430－ 22：25．42 14．7�
11 コスモジャーベ 牡6黒鹿57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 坂本 智広 480± 02：26．14 54．7	
55 ヴァンクールシルク 	5栗 57 C．ルメール �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 574＋ 82：26．63 3．1

33 タイプムーン 牝4黒鹿55 原田 和真 �コスモヴューファーム 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 472＋ 52：26．7
 164．1�

（7頭）

売 得 金
単勝： 43，358，300円 複勝： 38，726，700円 枠連： 発売なし
馬連： 76，030，100円 馬単： 49，304，600円 ワイド： 40，225，200円
3連複： 79，715，700円 3連単： 231，260，600円 計： 558，621，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 260円 � 260円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，570円

ワ イ ド �� 390円 �� 210円 �� 230円

3 連 複 ��� 660円 3 連 単 ��� 5，530円

票 数

単勝票数 計 433583 的中 � 61936（3番人気）
複勝票数 計 387267 的中 � 58406（3番人気）� 57848（4番人気）
馬連票数 計 760301 的中 �� 40794（7番人気）
馬単票数 計 493046 的中 �� 14333（13番人気）
ワイド票数 計 402252 的中 �� 22965（8番人気）�� 54548（2番人気）�� 44817（3番人気）
3連複票数 計 797157 的中 ��� 89733（3番人気）
3連単票数 計2312606 的中 ��� 30287（25番人気）

ハロンタイム 13．1―12．4―12．6―12．1―11．9―12．4―12．5―12．0―11．6―11．3―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．1―25．5―38．1―50．2―1：02．1―1：14．5―1：27．0―1：39．0―1：50．6―2：01．9―2：13．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．0―3F34．4
1
3
4（1，6）－（3，7）（2，5）
4（1，6）5（3，7）2

2
4
4（1，6）－（3，7）（2，5）・（4，6）（1，7，5）（3，2）

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミッキーバード �

父 ヴィクトワールピサ �


母父 メジロライアン デビュー 2017．12．28 中山5着

2015．2．2生 牡4鹿 母 メジロルバート 母母 メジロラモーヌ 15戦3勝 賞金 48，077，000円

3001011月2日 晴 良 （1東京5） 第1日 第10競走 ��
��2，000�ノベンバーステークス

発走15時00分 （芝・左）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），30．11．3以降1．10．27まで1回以上出走馬；負担
重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

22 サトノソルタス 牡4芦 55 C．スミヨン �サトミホースカンパニー 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 490± 01：59．0 3．7�
（仏）

33 レッドラフェスタ 牝4栗 52 北村 宏司 �東京ホースレーシング 尾関 知人 新ひだか 乾 皆雄 456－ 2 〃 クビ 5．9�
44 サトノエルドール 牡3鹿 54 田辺 裕信 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 追分ファーム 464＋ 21：59．1� 2．4�
55 ア シ ュ リ ン 牝4青鹿53 石橋 脩吉田 和美氏 松永 幹夫 新ひだか 前川 正美 456－121：59．31� 19．0�
88 パイオニアバイオ 牝4鹿 53 大野 拓弥バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム 440＋ 61：59．51� 34．9�
77 ア ガ ラ ス 牡3青鹿55 C．ルメール 	サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 510＋ 41：59．6� 3．3

11 ショウナンマルシェ 	8青鹿54 吉田 豊国本 哲秀氏 古賀 史生 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－10 〃 クビ 47．7�
66 アグネスフォルテ 	6栗 53 松岡 正海畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 富田牧場 436－ 42：00．55 116．5�

（8頭）

売 得 金
単勝： 67，144，600円 複勝： 52，934，700円 枠連： 発売なし
馬連： 104，931，100円 馬単： 53，234，700円 ワイド： 56，093，800円
3連複： 107，868，400円 3連単： 258，089，000円 計： 700，296，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 120円 � 140円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 1，770円

ワ イ ド �� 340円 �� 190円 �� 230円

3 連 複 ��� 630円 3 連 単 ��� 4，590円

票 数

単勝票数 計 671446 的中 � 144180（3番人気）
複勝票数 計 529347 的中 � 98159（3番人気）� 71101（4番人気）� 180277（1番人気）
馬連票数 計1049311 的中 �� 73080（6番人気）
馬単票数 計 532347 的中 �� 22447（9番人気）
ワイド票数 計 560938 的中 �� 36441（6番人気）�� 80858（2番人気）�� 63604（4番人気）
3連複票数 計1078684 的中 ��� 126554（3番人気）
3連単票数 計2580890 的中 ��� 40729（16番人気）

ハロンタイム 13．4―11．6―11．7―11．9―12．4―12．1―11．9―11．2―11．1―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．4―25．0―36．7―48．6―1：01．0―1：13．1―1：25．0―1：36．2―1：47．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．9―3F34．0

3 7＝1，5，2，6，4，3，8
2
4
7－1，5（2，6）（4，3）8
7－（1，5）（2，6）（4，3）8

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノソルタス 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Petionville デビュー 2017．10．29 東京1着

2015．1．28生 牡4芦 母 アイランドファッション 母母 Danzigs Fashion 6戦2勝 賞金 45，163，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 レッドラフェスタ号の騎手北村宏司は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3001111月2日 晴 良 （1東京5） 第1日 第11競走 ��
��1，400�第55回京王杯2歳ステークス（ＧⅡ）

発走15時35分 （芝・左）
2歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

京王電鉄株式会社賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．2
1：20．3

良
良

44 タイセイビジョン 牡2栗 55 C．ルメール 田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 460＋ 41：20．8レコード 2．1�
78 ビ ア ン フ ェ 牡2鹿 55 藤岡 佑介前田 幸貴氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 534＋241：21．12 5．4�
55 ヴ ァ ル ナ 牡2黒鹿55 C．スミヨン 野嶋 祥二氏 寺島 良 浦河 杵臼牧場 476－161：21．42 6．5�

（仏）

810 グランチェイサー 牡2黒鹿55 田辺 裕信落合 幸弘氏 矢野 英一 新冠 村上 欽哉 448± 01：21．5クビ 22．7�
33 グレイトホーン 牡2鹿 55 藤田菜七子犬塚悠治郎氏 根本 康広 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 472－ 61：21．81� 19．2�
89 カップッチョ 牡2鹿 55 江田 照男�ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 448＋ 8 〃 クビ 136．0	
77 カイトレッド 牝2鹿 54 柴田 大知本田 恒雄氏 和田 雄二 日高 道見牧場 448＋ 21：22．11� 31．9

66 セイラブミー 牝2黒鹿54 三浦 皇成�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 452－ 61：22．31	 156．2�
22 マイネルグリット 牡2栗 55 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 480＋ 21：22．51	 4．0
11 ア ポ ロ ニ ケ 牝2鹿 54 津村 明秀アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 岡野牧場 454± 01：23．03 167．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 151，039，900円 複勝： 125，299，600円 枠連： 37，323，200円
馬連： 302，932，900円 馬単： 152，128，000円 ワイド： 156，896，900円
3連複： 434，684，000円 3連単： 839，339，200円 計： 2，199，643，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 170円 � 170円 枠 連（4－7） 540円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 260円 �� 280円 �� 500円

3 連 複 ��� 990円 3 連 単 ��� 3，660円

票 数

単勝票数 計1510399 的中 � 579623（1番人気）
複勝票数 計1252996 的中 � 444662（1番人気）� 151094（3番人気）� 144689（4番人気）
枠連票数 計 373232 的中 （4－7） 53153（2番人気）
馬連票数 計3029329 的中 �� 414772（2番人気）
馬単票数 計1521280 的中 �� 131292（2番人気）
ワイド票数 計1568969 的中 �� 164204（2番人気）�� 149378（3番人気）�� 71131（6番人気）
3連複票数 計4346840 的中 ��� 328283（3番人気）
3連単票数 計8393392 的中 ��� 166207（10番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．4―11．8―11．3―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―34．9―46．7―58．0―1：09．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．1
3 8（1，10）（2，5）（3，4，9）－7－6 4 8，1（2，5，10）（3，4，9）7，6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

タイセイビジョン �
�
父 タートルボウル �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2019．6．2 阪神1着

2017．2．26生 牡2栗 母 ソ ム ニ ア 母母 ドリームスケイプ 3戦2勝 賞金 57，538，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3001211月2日 晴 良 （1東京5） 第1日 第12競走 ��
��2，100�3歳以上2勝クラス

発走16時10分 （1000万円以下） （ダート・左）
負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

55 � アポロテネシー 牡4鹿 57 藤岡 佑介アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米
Ron Kirk, John
Bates & Mi-
chael Riordan

508－122：10．2 5．9�
88 スーパーフェザー 牡4鹿 57 C．ルメール 吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 478＋ 22：11．26 4．2�
33 サクラアリュール 牡4栗 57 田辺 裕信�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 B462± 02：11．3	 2．2�
11 グレンマクナス 牡5鹿 57 石橋 脩 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 526＋ 22：11．51 14．7�
89 テーオーダンケルク 牡3栗 55 三浦 皇成小笹 公也氏 高柳 大輔 浦河 三嶋牧場 472－ 4 〃 クビ 5．5	
66 セイウンオフロード 牡3鹿 55 津村 明秀西山 茂行氏 矢野 英一 浦河 大西ファーム B476＋ 42：11．81
 19．3

44 エクスパートラン 牡4青鹿 57

54 ▲藤田菜七子�キヨタケ牧場 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 462－ 62：11．9
 30．4�
22 フーズサイド 牡3黒鹿55 武士沢友治西森 功氏 堀井 雅広 新ひだか 友田牧場 476＋ 42：12．53	 20．1�
77 アバオアクー 牡7鹿 57 大野 拓弥外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B510－ 4 〃 クビ 52．7

（9頭）

売 得 金
単勝： 62，223，800円 複勝： 70，621，900円 枠連： 24，285，300円
馬連： 123，274，300円 馬単： 60，266，500円 ワイド： 75，667，100円
3連複： 149，348，600円 3連単： 273，050，500円 計： 838，738，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 150円 � 160円 � 110円 枠 連（5－8） 1，140円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 4，120円

ワ イ ド �� 500円 �� 220円 �� 220円

3 連 複 ��� 820円 3 連 単 ��� 8，470円

票 数

単勝票数 計 622238 的中 � 84275（4番人気）
複勝票数 計 706219 的中 � 101402（3番人気）� 83794（4番人気）� 250663（1番人気）
枠連票数 計 242853 的中 （5－8） 16425（3番人気）
馬連票数 計1232743 的中 �� 53819（7番人気）
馬単票数 計 602665 的中 �� 10969（13番人気）
ワイド票数 計 756671 的中 �� 32645（7番人気）�� 95741（1番人気）�� 93315（3番人気）
3連複票数 計1493486 的中 ��� 136051（1番人気）
3連単票数 計2730505 的中 ��� 23370（32番人気）

ハロンタイム 7．3―11．3―12．5―12．6―12．7―12．5―12．6―12．5―12．2―11．8―12．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．3―18．6―31．1―43．7―56．4―1：08．9―1：21．5―1：34．0―1：46．2―1：58．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．7―3F36．2
1
3
1－5－8－9＝4，6－（2，3）＝7
1，5－8－9－（4，3）－6－2－7

2
4
1－5－8－9＝4－6，3－2＝7・（1，5）8，9（4，3）－6－2－7

勝馬の
紹 介

�アポロテネシー �
�
父 Run Away and Hide �

�
母父 Pulpit デビュー 2018．1．13 京都1着

2015．3．10生 牡4鹿 母 Font 母母 Quies 16戦3勝 賞金 43，442，000円



（1東京5）第1日 11月2日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 138頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

249，720，000円
12，440，000円
25，940，000円
1，070，000円
28，560，000円
59，314，500円
3，758，000円
1，324，800円

勝馬投票券売得金
611，948，300円
714，715，400円
164，732，700円
1，079，189，400円
570，212，400円
672，075，800円
1，412，477，400円
2，535，177，800円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 7，760，529，200円

総入場人員 30，703名 （有料入場人員 28，449名）
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